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<１> 産業振興課インフォメーション
――――――――――――――――――――――――――――――
■ビジネスアシスト新宿

～あなたの事業所に専門家を無料で派遣します！！～
区内事業者の経営課題解決を支援するため、中小企業支援実績のある専門家を事業所に派
遣し、経営全般に係る相談に対してアドバイスを行います。
中小企業診断士のほか、社会保険労務士も派遣しています。
また、各種補助金等の申請支援を行っています。
【対象者】 区内中小企業者、個人事業主、商店等
【相談内容】
・BCP（事業継続計画）の策定・見直し
・インボイス制度について
・電子帳簿保存法について
・事業計画の立て方、販路拡大、新規顧客獲得、店舗診断、事業承継、知的財産の対応
就業規則の作成、見直し、社会保険、労働保険の手続き、従業員採用、
育児休業や介護休業について体制の整備、働き方改革、各種補助金等の申請支援、その他
申請方法、専門家情報等の詳細はこちら↓
https://www.city.shinjuku.lg.jp/jigyo/sangyo01_000004.html

■令和 3 年度 中小企業展示会等出展支援補助金 3 月 15 日(火)募集締切
区内中小企業者の販路拡大を支援するため、販路拡大を目的とした
展示会・見本市等出展に係る経費の一部に対して補助金を交付します。
予算額に達し次第募集を締め切ります。
申請する際は、事前に産業振興課まで申込状況を確認してください。
※募集に関する注意事項等は募集要項をご確認ください。
詳細はこちら↓
https://www.city.shinjuku.lg.jp/jigyo/sangyo01_001123.html

■事業者向け行政書士無料相談会のご案内
東京都行政書士会新宿支部の行政書士が、事業者向けの補助金申請支援、経営計画策定
支援、事業承継支援などの相談を無料でお受けします。お気軽にご相談ください。
【日時】3 月 16 日(水)：毎月第 3 水曜日

午後 1 時から午後 4 時（1 事業者につき 1 時間、事前予約制）
【会場】BIZ 新宿（新宿区西新宿 6-8-2）
【予約】電話にて受付 産業振興課 TEL:03-3344-0701
詳細はこちら↓
https://www.city.shinjuku.lg.jp/jigyo/sangyo01_000001_00032.html

■新宿区 新型コロナウイルス感染症対策支援事業
令和 3 年度に実施している支援事業の申請期限は事業により異なります。
期限間近は申込が集中しますので、申請をご予定されている方は
お早めに申請をいただくようお願いいたします。
(１）新宿区おもてなし店舗支援事業補助金【飲食業・小売業・サービス業 店舗向け】
※申請期限 令和 4 年 3 月 15 日(火)まで（消印有効）
店舗での感染症拡大防止対策を実施したり、新たに宅配・テイクアウトに
取り組む場合の費用や販売促進に係る費用を助成します。
詳細はこちら↓
https://www.city.shinjuku.lg.jp/jigyo/sangyo01_002209.html
(２）商工業緊急資金(特例)制度
※申請期限 令和 4 年 3 月 31 日(木)まで
新型コロナウイルス感染症の流行により、事業活動に影響を受ける区内中小企業者を
支援するために商工業緊急資金（特例）をあっせんし、利子と信用保証料を区が
全額補助します。
ぜひご活用ください。令和 3 年 11 月 1 日(月)より制度拡充を行いました。
【貸付限度額】1,000 万円以内
【貸付期間】7 年以内（据置期間 12 か月以内）
詳細はこちら↓
https://www.city.shinjuku.lg.jp/jigyo/sangyo01_000001_00011.html
(３）新宿区専門家活用支援事業【中小企業・個人事業主向け】
※申請期限 令和 4 年 3 月 31 日(木)まで（消印有効）
事業再興に係るコンサルティングや補助金申請等に専門家を活用した際の費用を助成し

ます。
※上限額（10 万円）に達するまで複数回の申請が可能です。
詳細はこちら↓
https://www.city.shinjuku.lg.jp/jigyo/sangyo01_002209.html
※令和 3 年度の店舗等家賃減額助成【テナントオーナー向け】は 2 月末日に申請締め切り
ました。

■事業承継に関する動画を配信しています
新宿区では中小企業の経営者・後継者が事業承継を考えるためのきっかけ
づくりを目的として、事業承継に関する動画を作成し、新宿区の公式 YouTube
チャンネルで配信しています。※令和 3 年 11 月 30 日収録
令和 3 年度新宿区事業承継支援セミナー動画(全 3 回)
【第 1 回 はじめよう！～早めの準備が事業承継成功の鍵～】↓
動画はこちら→ https://www.youtube.com/watch?v=CChSx4dM_M8&t=0s
【第 2 回 誰にしよう！～いろいろある事業承継先選択のポイント～】
動画はこちら→ https://www.youtube.com/watch?v=BKuhdCHiePo&t=0s
【第 3 回 確認しよう！～事業承継にかかわる法律や税金～】
動画はこちら→ https://www.youtube.com/watch?v=dLilrsUon-c&t=0s
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<２> 国税庁からのご案内
――――――――――――――――――――――――――――――
■国税庁 インボイス制度の説明会のご案内
令和 5 年 10 月１日から消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が導入されま
す。適格請求書（インボイス）を発行できる「適格請求書発行事業者」（登録事業者）とな
るための登録申請手続は、令和 3 年 10 月から受付が開始されました。
インボイス制度の説明会をオンラインや税務署等にて開催しております。

詳細はこちら↓
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_
setsumei.htm
国税庁 インボイス制度 公表サイトはこちら↓
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.
htm
インボイス制度説明会の詳細はこちら↓
https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/invoice_setsumeikai/index.htm
※区 HP でもインボイス制度をご案内しております↓
https://www.city.shinjuku.lg.jp/jigyo/sangyo01_000001_00045.html
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<３> 国、東京都の新型コロナウイルス感染症関連情報
――――――――――――――――――――――――――――――
■経済産業省 事業復活支援金のご案内
新型コロナウイルス感染症により大きな影響を受ける中堅・中小・小規模事業者、
フリーランスを含む個人事業者に対して、地域・業種を限定せず、事業規模に応じた
事業復活支援金を給付します。
【申請期間】令和 4 年 5 月 31 日(火)まで
事業復活支援金事務局ホームページはこちら↓
https://jigyou-fukkatsu.go.jp/
[問合せ先] 事業復活支援金事務局 相談窓口
【申請者専用】
TEL：0120-789-140（携帯電話からもつながります）
IP 電話等からのお問合せ先：03-6834-7593（通話料がかかります）
※受付時間 8 時 30 分～19 時 00 分（土日、祝日含む全日対応）

■経済産業省 新型コロナウイルス感染症関連の支援策
詳細はこちら↓

https://www.meti.go.jp/covid-19/index.html

■東京都 「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金」について
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、まん延防止等重点措置が適用されることに伴
い、要請に全面的にご協力いただける飲食事業者等の店舗を対象として、協力金を支給いた
します。
【主な対象要件】都内の飲食店等（大企業が運営する店舗も含む）
・1/21～2/13 実施分について
【対象期間】1/21～2/13（24 日間）
・1/24～2/13（21 日間）実施分
【申請締切】令和 4 年 3 月 25 日(金)
・2/21～3/6 実施分について
【対象期間】要請期間終了後、申請受付を開始予定。
詳細はこちら↓
https://jitan.portal.metro.tokyo.lg.jp/s
[問合せ先]
感染拡大防止協力金等コールセンター
TEL：0570-0567-92 (9 時から 19 時まで毎日)

■東京都 新型コロナウイルス感染症 支援情報ナビ
新型コロナウイルス感染症の影響でお困りの企業や都民のみなさんが利用できる、
東京都および国の支援情報を探すことができるサイトです。
詳細はこちら↓
https://covid19.supportnavi.metro.tokyo.lg.jp/
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新宿区、国や東京都を始めとする各支援機関が行っている代表的な制度をまとめた
「新宿区中小企業支援ガイド」を発行しました。是非ご活用ください。(令和 3 年 3 月発行)

ガイドはこちら↓
https://www.city.shinjuku.lg.jp/content/000252968.pdf

産業振興に関する広報誌「新宿ビズタウンニュース」を年 2 回発行しています。
区内中小企業の取組みや区の施策をご紹介しています。
最新号の詳細はこちら↓
https://www.city.shinjuku.lg.jp/jigyo/sangyo01_biznews.html
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このメールマガジンに掲載されている情報については、内容が変更・
終了している場合もありますので、詳細は直接主催者にご確認ください。
本メールマガジンの配信解除は下記アドレスからお手続きください。
https://www.city.shinjuku.lg.jp/jigyo/sangyo01_002144.html
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